
 

横浜市都筑区地区センター及び横浜市つづき緑寿荘 

第３期指定管理者選定結果について 

 
 
１ 指定期間 

平成 28 年４月１日～平成 33 年３月３１日 
 
２ 選定の経緯 

平成 27年４月 27日 第１回指定管理者選定委員会（選定方法、評価基準、公表内容、公募要 

           項等の決定等) 

平成 27年５月８日  公募要項配布開始 

平成 27年５月 26日 応募者説明会及び都筑センター現地見学会 
平成 27年６月１日  大熊スポーツ会館、東山田スポーツ会館現地見学会 
平成 27年６月２日  北山田地区センター現地見学会 

平成 27年６月８日  中川西地区センター、仲町台地区センター現地見学会 
平成 27年６月９日～16日 公募要項等に関する質問受付 

平成 27年６月 26日 質問に対する回答 
平成 27年７月６日～８日 応募書類受付 

平成 27年７月 23日 第２回指定管理者選定委員会 

（大熊スポーツ会館、東山田スポーツ会館、都筑センター、中川西地区セ

ンター応募者面接審査、採点審査） 

平成 27年７月 27日 第３回指定管理者選定委員会 

（北山田地区センター、仲町台地区センター応募者面接審査、採点審査） 

 
３ 選定委員会委員（50 音順・敬称略） 

委員長 名和田 是彦 （法政大学法学部教授、都筑区こども青少年育成協議会委員） 
委 員 荒田 敬道  （茅ケ崎南 MGCRS 連合自治会会長） 
委 員 大澤 謙二  （都筑区老人クラブ連合会会長） 
委 員 佐藤 幹代  （税理士） 
委 員 竹迫 和代  （参画はぐくみ工房代表） 
 

４ 応募団体（応募順） 
(1) 都筑センター（都筑地区センター及び老人福祉センターつづき緑寿荘） 

ア 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 

(2) 中川西地区センター 



ア 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 

(3) 仲町台地区センター 

ア スターツファシリティーサービス株式会社 

イ 特定非営利活動法人建物管理ネットワーク 

ウ 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 

(4) 北山田地区センター 

ア 公益財団法人横浜 YMCA 

イ 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 

(5) 大熊スポーツ会館 

ア 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 

(6) 東山田スポーツ会館 

ア 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
５ 指定管理者指定候補者及び次点候補者 
(1) 都筑センター（都筑地区センター及び老人福祉センターつづき緑寿荘） 

 指定候補者 次点候補者 

団体名 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 
※応募団体が１団体のた

め、該当団体なし 
 代表者 会長  佐々木 寛志 

 所在地 横浜市中区桜木町１丁目１番地 

 
都筑地区センター  老人福祉センター つづき緑寿荘 

評価項目 
獲得点数  

評価項目 
獲得点数 

指定候補者  指定候補者 
基本条件の理解度（５０点） ３８  基本条件の理解度（２５点） １８ 
公平性（５０点） ３６  公平性（５０点） ３８ 
安定性・安全性（１２５点） ８８  

 

安定性・安全性（１２５点） ８６ 
運営の実施効果（１７５点） １２１ 事業の企画・実施（１５０点） １１６ 
利用者ニーズの把握、利用

者サービス向上の取組（１

００点） 

６６ 

 

利用者ニーズの把握、利用者

サービス向上の取組（１００

点） 

７４ 
 

効果的な自主事業の展開

（１００点） 
６８ 

 
高齢者支援の取組（１２５

点） 
７８ 

 
効率性（１２５点） ８６  効率性（１２５点） ８３ 
積極性、意欲（５０点） ３７  積極性、意欲（５０点） ３６ 
団体の資質（２５点） １８  団体の資質（２５点） １８ 
団体の実績（－２５～２５

点） 
１０ 

 
団体の実績（－２５点～２５

点） 
７ 

合計点（８００点） ５６８  合計点（７７５点） ５５４ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (2) 中川西地区センター 
 指定候補者 次点候補者 

団体名 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 
※応募団体が１団体の

ため、該当団体なし 
 代表者 理事長  飯田 嘉雄 

 所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 29－５ 森ビル 204 

 
中川西地区センター 

評価項目 
獲得点数 
指定候補者 

基本条件の理解度（５０点） ３６ 

公平性（５０点） ３８ 

安定性・安全性（１２５点） ８４ 

運営の実施効果（１７５点） １４２ 

利用者ニーズの把握、利用者サービス向上

の取組（１００点） 
７４ 

効果的な自主事業の展開（１００点） ７９ 

効率性（１２５点） ８６ 

積極性、意欲（５０点） ４０ 

団体の資質（２５点） １９ 

団体の実績（－２５～２５点） １２ 

合計点（８００点） ６１０ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (3) 仲町台地区センター 
 指定候補者 次点候補者 

団体名 
特定非営利活動法人 
つづき区民交流協会 

特定非営利活動法人 
建物管理ネットワーク 

 代表者 理事長  飯田 嘉雄 理事長  谷川 弘一 

 所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 29－５ 森ビル 204 
横浜市中区蓬莱町２－４－１ 

横浜大通公園ビル５F 

 
仲町台地区センター 

評価項目 
獲得点数 

指定候補者 次点候補者 
基本条件の理解度（５０点） ３７ ３０ 

公平性（５０点） ３４ ３０ 

安定性・安全性（１２５点） ８７ ７５ 

運営の実施効果（１７５点） １３５ １１４ 

利用者ニーズの把握、利用者サービス向上

の取組（１００点） 
６８ ７０ 

効果的な自主事業の展開（１００点） ７２ ５９ 

効率性（１２５点） ７８ ７５ 

積極性、意欲（５０点） ３６ ３４ 

団体の資質（２５点） １７ １７ 

団体の実績（－２５～２５点） １０ ― 

合計点（８００点） ５７４ ５０４ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(4) 北山田地区センター 
 指定候補者 次点候補者 

団体名 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 公益財団法人横浜 YMCA 

 代表者 理事長  飯田 嘉雄 理事長  山田 尚典 

 所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 29－５ 森ビル 204 横浜市中区常磐町一丁目７番地 

 
北山田地区センター 

評価項目 
獲得点数 

指定候補者 次点候補者 
基本条件の理解度（５０点） ３７ ３０ 

公平性（５０点） ３６ ３４ 

安定性・安全性（１２５点） ８７ ７７ 

運営の実施効果（１７５点） １３３ １０３ 

利用者ニーズの把握、利用者サービス向上

の取組（１００点） 
６８ ６０ 

効果的な自主事業の展開（１００点） ７６ ６７ 

効率性（１２５点） ８５ ７８ 

積極性、意欲（５０点） ３７ ３２ 

団体の資質（２５点） １８ １７ 

団体の実績（－２５～２５点） ８ ― 

合計点（８００点） ５８５ ４９８ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 大熊スポーツ会館 
 指定候補者 次点候補者 

団体名 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 
※応募団体が１団体の

ため、該当団体なし 
 代表者 理事長  飯田 嘉雄 

 所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 29－５ 森ビル 204 

 
大熊スポーツ会館 

評価項目 
獲得点数 
指定候補者 

基本条件の理解度（５０点） ３４ 

公平性（５０点） ３６ 

安定性・安全性（１２５点） ８４ 

運営の実施効果（７５点） ５０ 

利用者ニーズの把握、利用者サービス向上

の取組（１００点） 
６０ 

効果的な自主事業の展開（１００点） ６５ 

効率性（７５点） ４９ 

積極性、意欲（５０点） ３４ 

団体の資質（２５点） １８ 

団体の実績（－２５～２５点） ６ 

合計点（６５０点） ４３６ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(6) 東山田スポーツ会館 
 指定候補者 次点候補者 

団体名 特定非営利活動法人つづき区民交流協会 
※応募団体が１団体の

ため、該当団体なし 
 代表者 理事長  飯田 嘉雄 

 所在地 横浜市都筑区茅ケ崎中央 29－５ 森ビル 204 

 
東山田スポーツ会館 

評価項目 
獲得点数 
指定候補者 

基本条件の理解度（５０点） ３４ 

公平性（５０点） ３６ 

安定性・安全性（１２５点） ８４ 

運営の実施効果（７５点） ４７ 

利用者ニーズの把握、利用者サービス向上

の取組（１００点） 
６６ 

効果的な自主事業の展開（１００点） ６２ 

効率性（７５点） ４８ 

積極性、意欲（５０点） ３５ 

団体の資質（２５点） １９ 

団体の実績（－２５～２５点） ６ 

合計点（６５０点） ４３７ 

 
 


